
（様式　５－２） 地域重点施策推進事業事後評価調書（平成３０年度実施分） 地域振興局名： 仙北地域振興局

（振興局調整費）

部　名 部長名 担当課 担当班名 担当者名 電話番号 事業名、事業期間 事業目的・必要性
事業費
（円）

委託・
負担金・

直営
事業実施状況 事業実施主体

事　業
対象者

事業決定月日
（部局長会議等）
及び評価確定日

事業の効果
今後の課題及び

取組方向

空き家対策推進体制整備
事業

平成30年7月10日

平成30年7月10日～
平成31年3月31日

令和元年5月20日

秋田の元気創造（金足農
業　感動をありがとう）記
念花火玉打ち上げ事業

平成30年8月21日

平成30年8月21日～
平成31年3月31日

令和元年5月20日

「大曲・仙北地域　就職＆
移住フェアin新宿」開催事
業

平成30年11月27日

平成30年11月27日～
平成31年3月31日

令和元年5月20日

総務企画部 齋藤秀樹 地域企画課
企画・観光

振興班
堀川克利

0187-63-
5114

空き家の増加抑制及び市
町の空き家バンク事業の
活性化に資するため、先
進事例調査・検討を行い、
相談会を開催する。

306,912 直営

・山形県鶴岡市が実施し
ている空き家無料相談会
の視察調査（8月4日：業界
団体15人、大仙市3人、振
興局2人計20人参加）
・空き家無料相談会連絡
調整会議（9月19日、1月
17日）の開催
・無料相談会（12月15日）
の実施（相談件数30件）

県

管内に空き
家等を所有
している県
民等

・相談会開催に向けて各
団体と運営や相談の流れ
を確認し、官民連携の体
制整備につながった。
・空き家無料相談会連絡
調整会議において翌年度
以降の継続的な開催に関
して協議ができた。

県民の関心も高く、市町と連
携、関係団体の協力のもと継
続的に取り組んでいく。

総務企画部 齋藤秀樹 地域企画課
企画・観光

振興班
堀川克利

0187-63-
5114

秋田の元気創造につなげ
るため、県民に大きな感
動と勇気を与えてくれた第
100回全国高校野球選手
権大会における秋田県立
金足農業高校の躍進を称
える。

300,000 負担金

元気な秋田県をＰＲし、地
域の元気創造へつなげた
いという、「大曲の花火」実
行委員会の趣旨に賛同
し、金足農業高校の活躍
を称える記念花火（200
発）の打ち上げ経費の一
部を負担

「大曲の花火」
実行委員会

県民・県外
客

・74万人の来場者に秋田
の元気のＰＲができ、盛大
な拍手と歓声があり、各新
聞等で広く報道された。

秋田県の元気創造の醸成に
資する取組には機動的に対
応していきたい。

総務企画部 齋藤秀樹 地域企画課
企画・観光

振興班
堀川克利

0187-63-
5114

求職者数の減少及び県内
人口の社会減は、企業の
人材確保に深刻な影響を
与え人材確保が安定的な
事業継続のため喫緊の課
題となっているため、ハ
ローワーク、市町と共同に
より首都圏（東京）での就
職及び移住マッチングを
実施する。

326,227 直営

首都圏在住者を対象に
「大曲・仙北地域就職＆移
住フェアin新宿」(1/29)を
開催
（仙北地域の企業25社参
加、来場者22人）

県・ハローワー
ク・市町

首都圏在住
者

・就職相談延べ38件、移
住等相談15件、訓練相談
1件の実績があった。
・本フェアを通じて2人が仙
北地域にＡターン就職し
た。

人口の社会減の縮小、人材
確保のため、継続的に取り組
んでいく。
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取組方向

家庭における油流出事故
の未然防止普及啓発事業

平成30年8月28日

平成30年8月28日～
平成31年3月31日

令和元年5月20日

働き盛り世代の健康づくり
（メタボ対策）～健康寿命
日本一を目指して～

平成30年9月25日

平成30年9月25日～
平成31年3月31日

令和元年5月20日

大学・農業法人・農家民宿
の連携による農村振興に
関する調査事業

平成30年8月3日

平成30年8月3日～
平成30年8月19日

令和元年5月20日

福祉環境部 豊島優人 環境指導課
環境・食品

衛生班
山崎康介

0187-
63-3694

不注意や設備老朽化など
を原因とした油流出事故
が例年冬期間に発生して
いるため、注意事項を記
載したリーフレット等を作
成・配布し、注意喚起を行
う。

213,800 直営

・油流出事故未然防止の
ため、注意喚起に係る
リーフレット及びシールを
９月下旬に１万部作成し、
地元油宅配業の協力を仰
いで１０月上旬から１１月
上旬にかけ一般家庭等に
配布した。
・配布完了後の１２月に、
リーフレット等を配布した
一般家庭に伺い、感想を
伺った。

県 地域住民

・リーフレット等の配布完
了以降、一般家庭からの
油流出事故は６件発生し
たが、いずれの原因箇所
においてもリーフレット等
が行き届いていなかったこ
とから、リーフレット等が行
き届いた一般家庭等にお
いては事故の未然防止が
図られたものと考えてい
る。
・リーフレット等を配布した
一般家庭に話を伺った結
果、当事者の方々の意識
の中に、“油の取扱い”に
係る意識の醸成が図られ
たように感じた。

今後も継続的に油流出事故
の未然防止のための普及啓
発事業を促進していけるよ
う、市町村等の関係機関とも
連携を図りながら、より効率
的かつ効果的な事業展開へ
の結び付けに係る検討を重
ねていきたい。

福祉環境部 豊島優人
健康・予防

課
健康・予防

班
大門洋子

0187-
63-3404

当管内で生活習慣病によ
る死亡率やメタボリックシ
ンドローム該当者が県平
均を上回っている現状か
ら、メタボ対策に重点的に
取り組むことにより、健康
寿命の延伸を図る。

195,021 直営

・健康フェア
　 平成30年12月15日（土）
　　イオンモール大曲
　　参加者　750名
　　アンケート回収　155名
・先進地視察
　　平成30年11月21日
（水）
　　宮城県大崎保健所　　　　　　　　　　

県 地域住民

健康フェアでは、働き盛り
世代を主にメタボ予防を
含む健康づくりの必要性
について、広く啓発する機
会となった。先進地視察で
情報提供された資料を、
体験ブースやアンケートの
参考とした。

次年度の重点事業へ結びつ
ける足がかりとする。地域と
職域の連携を強化するため、
関係機関との連絡会議を行
う。また、管内事業所３ヶ所で
社員向けにメタボ教室を実施
予定。

農林部 石井公人
農業振興普

及課
企画・振興

班
北嶋幸生

0187-63-
6111

農業を学ぶ県内の大学生
を対象に、大規模園芸経
営体や農家民宿において
就農体験やグリーンツー
リズム体験を実施し、就農
やグリーンツーリズム等に
関する学習の場を提供す
るとともに、県内での農業
経営や農村コミュニティビ
ジネスに対する学生の関
心の醸成を図る。

211,470 直営

学生：県立大学アグリビジ
ネス学科1年5名、法人：中
仙メガ団地、農家民宿：
ファーム・イン・ナチュレ京
美園
農家民宿等での農村体験
最終日には事業関係者、
地元農業者、ＪＡ、他大学
教授による意見交換会を
行った。

県
大学生
農業法人
農家民宿

若者の農泊等に対する考
え方、長期宿泊や体験メ
ニューに対する課題や成
果、若者の労働力確保に
対する課題や可能性を把
握できた。

学生、農業法人、農家民宿そ
れぞれの課題を解決しなが
ら、引き続き実施することとし
たい。また、盆前後は農家民
宿の繁忙期にあたるため、実
施時期及び期間を再検討す
る必要がある。
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